
1 階と2 階には板張りの部屋があり研修室や講義室として
使用

平　日　9:00 ～17:00
休館日　毎週日曜日と月曜日

地域連携推進センター

交通アクセス

金沢大学　地域連携推進センター

Associated Institution
大学と地域の交流拠点

金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」

〒920-1192  石川県金沢市角間町 TEL住所 076-264-6698
E-mail kakusato@adm.kanazawa-u.ac.jp
URL http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_chiiki/kakusato/kaku-top.html

FAX 076-264-6699 

□施設概要

□実施しているプロジェクト・事業

□利用案内

□特徴

能登における大学と地域の研究交流

金 沢 大 学 能 登 学 舎

お問い合わせは，業務管理係へ

住所 〒927-1462  石川県珠洲市三崎町小泊33-7

TEL 076-264-5271・5272・5273
E-mail kaihou@adm.kanazawa-u.ac.jp

FAX 076-234-4045

□施設概要

□実施しているプロジェクト・事業

□特徴

地域の女性グループが食材を持ち寄ってつくる郷土料理が特色
毎週土曜のお昼のみ営業（能登学舎1階　要予約）

「能登里山里海マイスター」育成プログラム、トキやコウノトリの生
態環境調査、大気観測・能登スーパーサイト

廃校になった珠洲市の小学校を借り受け一部改装して利用

石川県白山ろく旧白峰村の築300年の古民家を移築

角間の里山ゾーンを活用した教育及び地域連携事業

まちなかから金沢大学の学びと情報を発信し、市民の交流の場に

平　日　11:00 ～19:00　　土・日・祝　10:00 ～18:00
休館日　毎週火曜日

　（その他の休館日はホームページで）

□施設概要

□実施しているプロジェクト・事業

□利用案内

□特徴

金沢市西町教育研修館の一角を利用

大学インフォメーションセンター、ミニ講演、公開講座、各種催し

能登半島の先端に位置し、前方には海を臨み、後方には里山が広
がる。体育館はスポーツやシンポジウムなど幅広い用途

□里山里海食堂「へんざいもん」

学びと情報の発信拠点

金 沢 大 学 サテライト・プラザ

〒920-0913　石川県金沢市西町三番丁16番地（金沢市西町教育研修館内）住所

E-mail satellite@adm.kanazawa-u.ac.jp
URL http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_koho/satellite/
TEL 076-232-5343

E-mail gyokan@adm.kanazawa-u.ac.jpTEL［業務管理係］ 076-264-5290

FAX 076-232-5383 

関連施設 アクセスMAP

大学と連携して地域の課題を解決したい

金沢大学の社会貢献事業について知りたい

公開講座を申し込みたい，ミニ講演を受講したい

社会教育主事講習，学校図書館司書教諭講習について知りたい

その他生涯学習・社会教育に関するご相談

地域連携部門　生涯学習部門

住所 〒920-1192  石川県金沢市角間町 FAX 076-234-4045 URL http://www.crc.kanazawa-u.ac.jp/

ＪＲ金沢駅から北陸鉄道バス利用

金沢駅東口⑥乗り場のりば

金沢大学中央バス停下車おりば

金沢大学（角間）行き，所要約35分路線 91 93 94 97

金沢大学

大学の｢知｣と地域の｢活力｣、連携から広がる無限の可能性
夢や希望を持ち続けられる社会の実現に貢献します

金沢市の位置金沢市の位置 Kanazawa City

金沢

小松空港
小松

七尾

輪島

和倉温泉

能登空港

金沢大学
Kanazawa University
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駐輪場
G駐車場



金沢大学ＣＯＣ事業　地域の感性を備えた人材を育て社会を繋ぐ「地（知）」の拠点

センターは、大学と地域をつなぎ、大学の社会貢献を推進する機関として、大きな役割を果たしてきました。
その歩みは、前身の大学教育開放センターから数えると30年を超え、生涯学習部門と地域連携部門の二

部門体制として再スタートした現在のセンターも、すでに5年を経過しました。この間、相次いで新たな地域連携
事業に取り組み、地域とつながり、協働して取り組むチャンネルも増えてきました。大学が地域に対して知識・人
材・資金等を提供するだけでなく、大学自身が地域から多くの刺激とヒントをいただき、たくさんの学生・院生
を育てていただきました。今後、ひとつひとつの事業をさらに充実させ、これまで以上によりレベルの高い連携を創り上げていきたいと思
います。
　地域には、あらゆる人間の営みが集積され反映されています。その営みに応じて地域は多様な姿をとり、時にはより快適で豊かな人々の
暮らしを支え、時には人々の暮らしを脅かして住み続けることすら困難にすることさえあります。どのような地域を創り上げるかは、何より
もそこに住む人々の選択に委ねられるべきですが、時代の変化のなかで、住民の意思では如何ともしがたい状況におかれ、人々の希望と
は異なる姿に変わってしまった地域も少なくありません。その背景や要因を明らかにし、地域再生のために必要な条件を科学的に明らかに
し、住民のよりよい選択に寄与することこそ大学が果たすべき社会貢献の柱です。
　地域は多くの要素に影響を受けるがゆえに、いつでも多様で複雑な姿をとり、解決すべき課題も多様かつ総合的です。したがって、地域
との連携も、より包括的で総合的な方向をめざす必要があります。金沢大学は、総合大学として自然科学、人文科学、社会科学のすべての
分野の研究者が揃い、様々な側面から地域の課題にアプローチできる力を備えています。しかし、地域との連携でこうした総合力を十分に
発揮できているとは言えません。これまでの成果を踏まえつつ、分野を超えて総合力で地域と関わる取り組みを広げていきたいと思います。

本

地域連携推進センターの使命

金沢大学 地域連携推進センター長　市原　あかね

Regional Collaboration地域連携を推進する「2 つの部門」Kanazawa University金沢大学の地域連携・社会貢献

社会教育主事講習（文部科学省委託事業）

地域連携推進センター

金沢大学のリソースを活用し、地域の
課題解決および地域再生に取り組む。

金沢大学のミッション

自治体

企業市民

地域連携推進センター
の歩み

1976.5 2002.5 2004.4 2008.4

国立大学中で2番目
学内共同教育研究施設としては全国初

地域貢献コーディネーター配置
（地域貢献では全国初）

2000.9　サテライト・プラザ　オープン

2005.4　角間の里  オープン 2006.10　能登学舎  オープン

人と地域を繫ぐ【指導者養成・研修】

事業企画力向上セミナー

生涯学習・社会教育等の事業を企画する
方を対象に、その資質・能力の向上を図る
リカレント教育をワークショップ中心で実施
し、実践力を高める。

社会教育・生涯学習の専門家やリーダーと
なる社会教育主事を養成し、社会教育法に
基づく資格を付与する講習。参加型学習に
よって知識と実践力、プレゼンテーション能
力を身につける。

学校図書館司書教諭講習（文部科学省委託事業）

学校図書館の専門的職務に携わる司書教諭
を養成し、学校図書館法に基づく資格を付
与する講習。学校における子どもの「読書離
れ」解消への取り組みの中核的な役割を担
う力を身につける。

金沢大学公開講座

知との出会い【生涯学習事業の企画実施】

価値観の多様化、高度化する学習ニーズ
に対応し、一人一人の自発的な学習活動を
支援するため、幅広い分野の講座を企画
し、生涯にわたる学びをサポート。

ミニ講演

地域と大学の交流を深めるため、まちな
かにある「金沢大学サテライト・プラザ」
において金沢大学教員が最先端の研究
など、様々な分野について分かりやすく
解説。

市町共催講座

石川県内の各市町教育委員会が地域住民
を対象として企画する講座。金沢大学な
どの教員が講師となって出向き地域住民
の生涯学習を市町教育委員会と一体と
なって支援。

里山里海プロジェクト

「能登里山里海マイスター」育成プログラム

里山里海の豊かな価値を評価し、地域課題
に取り組む若い世代を「里山里海マイスター」
として人材育成するプログラム。教員スタッ
フが能登に駐在し、担任制による3年間のカ
リキュラムで、60人以上の里山里海マイス
ターを輩出する。

大学と地域が対話する「タウンミーティング」

金沢大学では地域との対話を通じて大学が地
域に果たす役割を考えるタウンミーティング
を２００２年から毎年開いている。「能登里山
里海マイスター育成プログラム」はタウンミー
ティングでの声からうまれて発展したもの。
大学が直接地域住民と意見交換することに
より、市民と研究者が同じ立場で地域の課題
について共に考える場となっている。また、
自治体との連携を深めることにより、地域に
おける教育研究拠点の共同運営、職員研修
の実施、シンポジウムの共同開催などに発展
するなど、地域と大学が密接に連携して地域
における教育研究の推進と地域課題の解決
に取り組むきっかけとなっている。

学生が運営する、インターネットを利用した音
声による放送局。学内だけでなく、地域に飛
び出して、話題の発掘を行っている。動画コ
ンテンツを制作し、地域のＣＡＴＶで放送する
取り組みを行うとともに、メディアを活用した
新しい地域活性化プロジェクトを企画実施。

ＷＥＢ－ＫＵＲＳ

学生の地域連携事業への支援

生 涯 学 習 部 門

浅野　秀重

広 げ よ う 　 ひ と と ひ と の 和 　 学 び の 輪

団体

地域社会

学生

教員・研究者知的財産

施設

金沢大学

大学がもつ人材や知的財産を地域の課題
解決に活かします。地域住民、ＮＰＯ、企業、
行政等と大学との協働による地域連携の
コーディネート役を務めます。学生の地域
参画をとおした社会貢献活動・教育研究
活動の推進を図ります。

生涯学習部門は、講習会や研修事業等
を通じて、社会教育関係者や司書教諭等
の専門性の向上を図るとともに、様々な
学びの機会の提供により、個人の要望や
社会の要請に応え、生涯学習の振興そし
て「知」の共創と循環に寄与します。

蜂屋 大八

地 域 連 携 部 門 手 を つ な げ ば き っ と う ま く い く

大学教育開放センター設置

地域貢献推進室設置 社会貢献室に名称変更 地域連携推進センター
として組織統合

教育 研究 社会貢献

「里山里海再生学」の構築 能登の祭り支援プロジェクト

農林水産業の不振、過疎・高齢化の急速な
進行によって、里山・里海が荒廃し、一部
では地域社会の維持が困難になりつつある
ため、里山・里海の持続管理による地域
再生を目指して、地域、行政、企業等と連携
した統合的研究を実施する。

祭りの支援が必要な集落へ、祭り体験を教
育の場や研究として活用したい全国の大学
の教員・研究者と学生・留学生がエントリー
できるような仕組みづくりと、情報共有のた
めのネットワーク構築に取り組み、能登の地
域活性化と文化継承を目指す。 

人口減少下の地方都市で市民と学生と地域
社会による活性化をテーマにして、金沢市の
商店街を舞台に、新しいまちなかでの「祭り」
の在り方を提案し、学生による地域活性化を
実践する。金沢市横安江町商店街及び竪町
商店街で実施。

自治体の推進する施策を住民、NPOと協働
で実施することにより、大学と地域が実践的
に連携するプロジェクトを創出し、地域の活
性化及び学生の社会参画を図る。小松市の
地域資源マップ作成や輪島市の間垣保全を
実施。

まちなか活性化プロジェクト

地域交流プロジェクト

　金沢大学が提案した事業が、平成25年度文部科学省COC事業に採択されました。この事業は全学体制による、3つの柱により、多様
な立場の人々が社会の担い手として活躍するために重要な「知」の積極的な発信と還元を通じて、地域の感性を備えた人材育成に取り組
んでいきます。
　1つ目の柱として教育（学士課程）において、「地域の感性」を備え、「地域と社会」を結びつけられる行動力のある人材の育成を実施し
ます。2つ目の柱として研究において、総合大学の強みを最大限活用した地域志向研究を推進します。3つ目の柱として社会貢献において、
地域のインテリジェントライフ創造の拠点として機能強化いたします。
　地域連携推進センターはＣＯＣ事業において3つの目の柱である社会貢献の事業を担っています。

　各地域のニーズに対応した「インテリジェント・ラ
イフ」創造拠点を構築するため、石川県を能登･金沢・
加賀の３つの地域に区分し、それぞれの地域拠点に
遠隔地教育システムを導入します。大学側が用意し
たメニューを一方的に発信するといった従来型の仕
組みを改め、対話やアンケートからの意見をくみとっ
た各地域が望む生涯学習科目を設置。若者は興味あ
る様々な学問分野を選択し学習することで自分自身
の可能性を拡げ、現役世代に対しては地域活性化の
ノウハウや基礎知識習得といった働きながらできる学
びなおしを、熟年層に向けては文化、歴史、自然、社
会など人生を豊かにする知識の探求を行うことなど
で、第二の人生への新たな学びを提供します。

　地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」は、
大学等が自治体と連携し、全学的に地域を志向した
教育・研究・地域貢献を進める大学を支援すること
で、課題解決に資する様々な人材や情報・技術が集
まる、地域コミュニティの中核的存在としての大学の
機能強化を図ることを目的としています。 地域におけるインテリジェントライフ創造拠点の構築

世代により異なるニーズ

学士教育のための遠隔地教育システムを活用した学びの機会の提供

可能性を広く多様な
「学び」

興味ある
様々な学問分野を学習

若　者

働きながらできる
「学びなおし」

地域活性化に必要なノウハウや
基礎知識の獲得

現役世代

第二の人生への
「新たな学び」

文化・歴史・自然・社会など、
人生を豊かにする知識の探求

熟年層

学士教育：臨地教育・
フィールドワーク・地域インターンシップ

・現役世代へ「学びなおし」の機会提供
・生涯学習の機会提供

金沢大学・石川県立大学
・共通教育
・専門教育
・大学院教育

金沢大学サテライトプラザ
・公開講座
・ミニ講座
・市民講座

金沢市

遠隔地教育システム

県内各地で実施する生涯学習により
ニーズに沿った学びの場を提供します

地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）

ＣＯＣ事業 社会貢献

E-mail coc@adm.kanazawa-u.ac.jp URL http://www.coc.adm.kanazawa-u.ac.jp

ncn82408
長方形




